
別紙様式1

１　学校教育目標

２　現状分析（前年度の評価と課題を踏まえて）

３　本年度重点を置いて目指す成果・特色、取り組むべき課題

4　自己評価 5　学校関係者評価

評価
領域

重点目標 具体的方策（教育活動） 評  価  基  準 達成度 重点目標の達成状況の診断・分析 学校関係者からの意見・要望等 評価

○学校行事の円滑な運営 ・教職員の共通理解に基づく学校行事の計画・立案・準
備を行う。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学校行事の計画・立案・準備では、他の分掌や学年、部活動との連携を図る
とともに、職員会議等を通して教職員の共通理解を求めるよう工夫・努力を
行っている。アンケートでは、教職員の連携・協力体制について肯定的評価が
60％に満たなかったため、学校行事においては、総務部が中心になって、さら
に協力体制を構築していきたい。

・引き続き、しっかりと連携
を図りながら進めてほしい。
・教員間の連携がさらにと
れるように努めてほしい。 B

○学校とPTAとの密接な連携 ・「PTA会報」（年2回発行）によって保護者と学校の連携
を図る。
・PTA総会やPTA評議員会(年3回実施)、PTA研修会等
によって保護者の意向を把握し、教職員へ伝達する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・「PTA会報」の発行（年２回）、PTA評議員会（年３回）及びPTA研修会の実
施、宇部商デパートへのもちつきや遊休品バザーでの参加を通して、家庭と
学校との連携の必要性を訴えるとともに、保護者からの意見を聞き、相互理解
のもと本校教育活動への理解と協力を求めてきた。
・アンケートの「学校と家庭との連携（PTA活動を含む）が適切に行われてい
る」には、80％近くの保護者が肯定的評価をしているため、これからも継続し
ていきたい。

・保護者と学校の連携は他
校と比べてよくとれている。
・PTA評議員がもっといろい
ろな部から出るとよい。
・PTA総会の出席者をさらに
増やす工夫が必要である。

A

○広報活動の推進 ・ホームページ等による広報活動の推進を図る。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・「PTA会報」に加え、日々の学校行事の様子や部活動の成績等については、
ホームページに掲載して情報発信を行っている。今年度はこれまでに70回更
新しており、より見やすいものにするための改良も加えてきた。
・アンケートの「学校生活の様子を『商高新聞』やホームページ等で家庭に伝
えている」には、80％近くの保護者が肯定的評価をしており、情報発信として
の役割を果たしているといえるが、学校評価アンケートの各項目のうち、保護
者が「わからない」と答えた項目も多くあるため、より多くの取組について情報
発信をしていきたい。

・学校の様子が家庭にしっ
かり伝わっているように思
う。
・家庭だけでなく、情報発信
を行うことで地域との関係も
強化してほしい。

B

○基本的生活習慣の確立と落
ち着いて学習できる環境作り
の推進

・朝の学習や10分間テストに取り組ませ、学校生活のリ
ズムを確立し、静かに落ち着いて学習する事を習慣化
させる。また、教室移動を早くさせたり、提出物の期限を
守らせたりするなどの学校生活におけるマナーを身に
付けさせる。さらに、落ち着いて勉学に取り組めるように
学習環境を整備する。特にＩＣＴの活用について推進す
る。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・「10分間テスト」については、クラス単位での集計を行い、意欲喚起を行って
いる。アンケートでは1年生は80％を超える生徒がしっかりと取り組んでいると
回答しているが、3年生は60％未満となっている。全体で65％の生徒がしっか
りと取り組んでいると回答しているが、まったく当てはまらないとの回答も4.5％
ある。アンケートの実施時期にもよると思われるが、基礎的学力の定着を図る
ためにも、学年と連携してしっかりと取り組ませたい。

・朝の学習は学校生活のリ
ズムを作るためにも有効だ
と思う。
・生徒に興味をもたせるよう
な工夫が必要であろう。

B

○基礎基本の充実を図り、目
的意識をもち意欲的に学習活
動に取り組む態度と知識を活
用する実践力の育成

・授業アンケート等を基に教材や授業展開を工夫し、生
徒の学力に応じた基礎基本の充実を大切にした授業改
善を行う。また、ＩＣＴを活用したわかりやすい授業を展
開する。そして、生徒が意欲的に学習活動に取り組み、
知識をもとに応用できる力を養えるような授業展開を目
指す。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・アンケートの「生徒の理解度に合ったわかりやすく丁寧な学習指導を行って
いる」には80％の生徒が肯定的評価をしている。授業アンケートを実施し、そ
の結果を踏まえた授業改善が進んでいることの表れだと考える。また、iPadの
利用回数も200件を超えており、商業科を中心にICTの活用も進んでいる。
・「本校の学習活動や様々な取組は進路選択に役立っている」について77％
の生徒が肯定的評価をしていることから、将来を考えた教育活動が展開でき
ているといえる。

・ICTの活用は卒業後にも役
立つ。さらなる推進を望む。
・生徒たちの学習意欲を喚
起するためには、分かる授
業で理解度をあげることが
大切である。iPadを有効に
活用していただきたい。

A

○家庭や部活動との連携のと
れた学習活動の促進

・家庭学習に対する意欲を高め、家庭学習の習慣を身
に付けさせるため、授業の復習に重点を置いた学習課
題を課す。機会を捉えて、保護者の協力を求める。ま
た、部活動の協力も求めていく。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・宿題を課すなどの方策を行い、家庭での学習の定着を考えてきたが、アン
ケートの「日ごろから家庭学習をしている」に肯定的評価をした生徒は25％に
も満たない。保護者は40％が家庭学習をしているとの認識をもっている。PTA
総会や保護者会等でさらに協力を求めていく。

・家庭学習の少なさが気に
なる。保護者会等でもっと協
力要請をしてみてはどうか。
・部活動の盛んな学校だ
が、もっと子どもの学習意欲
を向上させる工夫をしてほし
い。

B

○基本的生活習慣の確立 ・挨拶運動、生活指導（講話、頭髪服装検査など）を通
じて礼儀正しさや、時と場に応じた身だしなみや行動が
とれるようにする。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・アンケートでは、保護者の90％以上が「基本的な生活習慣が身に付いてい
る」と回答しており、「校則の遵守」についても、生徒の95％、保護者の96％が
肯定的評価をしている。
・朝の登校指導により遅刻する生徒も少なく、挨拶の習慣も身に付いている。
基本的生活習慣は大半の生徒は確立できているが、一部の生徒に服装頭髪
等の指導を要した。
・安心安全のために携帯電話の所持を今年度の９月から許可したが、数名の
生徒への指導はあったものの、ほとんどの生徒が本校の所持規定を守ってい
る。

・挨拶や身だしなみにはい
つも感心する。
・携帯電話は必要だと思う
が、規則をしっかり守るよう
指導を継続してほしい。

A

○問題行動の未然防止、及び
問題行動件数、転退学者数の
減少

・学年、教育相談、いじめ対策委員会などにおける情報
共有を密に行い早期対応を心掛ける。
・各種講話や学校行事を通じた開発的生徒指導を行
う。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・本年度はいじめの問題として対応した事案はなかった。生徒のいじめに対す
る意識も高まっていると感じる。今後も教員間の連携を強め、情報共有を密に
して未然防止と早期対応を心掛けたい。ただし、「本校のいじめの未然防止」
についてのアンケートには、保護者の20％以上が「わからない」と回答してお
り、本校の「いじめ防止基本方針」をホームページに掲載していることや「いじ
め」に関する取組について、十分伝わっていないことが分かった。PTA総会や
保護者会を通じて、しっかり家庭に伝えていく必要がある。
・問題行動の未然防止に努めてきたが、今年度は４件の特別指導を行った。
内容的には反社会的な内容で指導を行うことはなくなっている。また、特別指
導後に必要に応じてカウンセリングなどを実施し、事後の継続的な指導を行っ
た。

・いじめの未然防止対策に
より、生徒の意識が高まっ
ていることはよいことであ
る。
・表面にはなかなか出ない
こともあるだろうが、引き続
き、しっかりと対策等をおこ
なってほしい。

A

○外部団体との連携強化 ・中高連絡協議会や地域社会で得た情報を職員で共有
し、生活指導の場面に活かすことによって、生徒の社会
性の向上に努める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・宇部、山陽小野田地区の中高連絡協議会での情報提供や、ふれあい推進
員の活動を通して、生徒たちに社会性の向上について呼び掛けてきた。また、
協議会や地域からの情報については、素早く情報提供することで、教職員間
で共通理解を図ることができた。

・引き続き、外部団体との連
携に努めていただきたい。

A

○生徒の実態把握 ・各種アンケートや教育相談活動、学年支援会議、教育
相談週間等を実施し、生徒の実態を把握する。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学期毎にアンケートを実施し、自由記述欄を設けて、生徒の実態把握に活用
した。
・夏休みには部活動の顧問による面談、９月には教育相談週間を設け、クラス
担任による個人面談を行った。面談で気になった情報や毎日の出欠・遅刻・早
退状況等、学校生活の中で、気になる生徒については担任や学年、部活動の
顧問と情報を共有し、必要に応じて対応した。
・１、２学期に実施した学年支援会議では、問題の大小に関わらず情報共有す
ることができ、生徒の実態把握において効果的であった。

・事の大小にかかわらず、
教員間での情報共有をしっ
かり行ってほしい。
・アンケートに書けない生徒
もいるのではないか。日頃
のサインを見逃すことがな
いよう、一層の情報共有を
図ってほしい。

B

○学校不適応等の問題を抱え
る生徒への支援

・個別の事案に対して支援・対応策を、事例検討会や生
徒支援委員会等で検討する。
・学年やスクールカウンセラー等との連携を密にし、早
期対応に努める。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・積極的にスクールカウンセラーを活用することにより、生徒の悩みを解決す
る一助となった。また教員や保護者も生徒への対応について助言を受け、教
育活動に生かすことができた。
・昨年度から始めた生徒支援委員会を年２回実施し、気になる生徒について
外部の方の意見を伺いながら、生徒の支援方法について協議した。
・問題を抱えている生徒については、教育相談担当を中心に関係者が事例検
討を重ね、支援を行ってきた。情報共有と支援体制の構築をさらに進めていき
たい。

・保護者や外部からの情報
を共有し、支援体制の構築
に努めてほしい。
・生徒だけでなく、保護者の
ためには、スクールカウンセ
ラーの活用を推進してほし
い。

B

○基本的人権の尊重と人権意
識の育成（道徳教育・特別支
援教育を含む）

・LHRや授業において人権教育を行い、人権課題につ
いて自ら考え、解決しようとする態度を育成する。
・道徳教育講演会を開催し、事物に対する人間のある
べき態度を育成する。
・校内人権教育研修会及び人権教育委員会を開催し、
校内の人権課題の解決に取り組む。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・人権に関するＬＨＲを各学年で行った。１、２年生は、講師を迎えて体験学習
を実施し、３年生はグループワークを行った。
・全校生徒対象には、携帯・スマホのマナーやデートDVなど生徒に身近な課
題についても講演会を開催した。
・アンケートでは、生徒の80％が「人権尊重や命の大切さなどの心の教育」に
ついて肯定的評価をしているが、保護者の15％は「わからない」と回答してい
る。学校と家庭の連携は「人権教育」を進める上で重要であるため、学校での
取組をしっかり情報発信をしていく必要があると考える。

・引き続き、人権教育の推
進に取り組んでほしい。
・人との関係性が薄くなって
きた時代において、人を思
いやる心を育むため、外部
講師の活用もしっかり進め
てほしい。

B

①ICTを積極的に活用し、わかる喜び、できる楽しさを実感できる学習指導の改善・充実を図り、基礎学力の定着と資格取得を通した専門性の深化を図る。
②日々の学校生活の中で、基本的生活習慣を身につけ、規範意識の醸成を図り、体験的な活動を通して、より豊かな人間性と社会性を育む教育活動を推進する。
③地域や保護者との連携を強化し、積極的な情報発信を行い開かれた学校づくりを推進し、地元で活躍する人材を育成する。
チャレンジ目標･･･①気持ちのよい挨拶を行い、活気ある学校を創ろう。
　　　　　　　　　　　 ②ゴミをなくし、美しい学習環境を整えよう。
　　　　　　　　　　　 ③「小さな学校で日本一」を実現させよう。

生
徒
部

平成 ３０年度　山口県立宇部商業高等学校　学校評価書　　　校長(　杉　山　昌　史  ）

教育目標・・・・・・校訓「一心」の精神を踏まえ、誠(誠実)・創(創造)・実(実践)の指針に基づいて、期待される宇部商生として２１世紀を切り開いていくさらにたくましい人間を育成する。
中･長期目標・・・①一層豊かな創造力を身につけ、誠実、努力をもって力強く実践できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ②商業に関する教科をはじめ、学校で学んだ基礎的・基本的なことを土台として、将来とも自ら学びつづけ、社会の変化に主体的に対応できる人材の育成
　　　　　　　　　　 ③これからの高齢化･国際化社会にふさわしく、思いやりの心や協調性に富み、明るくたくましく生きるために、常に情操の涵養や体力の向上に努める人材の育成
　　　　　　　　　　 ④規律正しさや礼儀を重んじる校風の中でしっかりした基本的生活習慣を身につけ、潤いのある人生を築くことができる人材の育成
　　　　　　　　　　 ⑤勤労や奉仕の心を尊び、地域社会の行事にも積極的に参加するなど、心豊かな生活ができる人材の育成

総
務
部

【総　 務　 部】本校の教育実践や生徒の活動実績、緊急情報等を一層迅速に情報発信できるよう緊急メール配信システムの加入率を上げるとともに、発信する内容の充実を図る。また学校の良さを報道等を活用し、地域に積
　極的に発信する。
【教　 務　 部】生徒の学ぶ意欲の向上と知識の活用能力を育むために、ＩＣＴを利用したわかりやすい授業展開を工夫する。また、保護者との連携のもと、家庭での学習習慣を身に付けさせる工夫を考察する。
【生   徒   部】各種学校行事等を通じて、互いを思いやる心や社会的絆を育むための体験活動等を行い、心の教育の充実を図る。アンケートや面談等によって生徒の実態把握を行い、校内だけでなく、外部とも連携した生徒の
　支援体制の構築を図る。生徒の基本的生活習慣確立のため、教職員が統一した指導ができるよう、適宜共通理解の場を設け、継続した活動を行う。
【進路指導部】生徒の進路希望実現のため、各種進路行事を通してキャリア教育の充実を図る。引き続きガイダンスや職場体験等を実施し、地域や保護者と連携しながら地元で活躍する人材を育成するための取組みを
　工夫する。
【保健体育部】基礎体力の向上を図り、体育行事を安全に行う。また、生徒自身による健康管理の徹底や定期健康診断後の事後措置の取組みを徹底させる。
【図書視聴覚部】バーコード化により図書業務の合理化が進み、広報活動に時間が割ける状況になった。今年度はより充実した広報活動を行い、昨年度より１００冊図書貸出を増やす。視聴覚と学校行事の更なる連携を図る。
【商　　　　 業】社会への対応力を授業や学校行事を通して育成すると共に資格取得を推進する。進路指導部や生徒部との連携を図り、ビジネスマナーやコミュニケーション能力意識を向上させる。
【業 務 改 善】組織としての協働体制を確立し、効率的な業務遂行を行うことで、生徒を支援する時間の確保及び教職員の心身の健康促進に努める。
【全　　　　 般】ＩＣＴの効果的な活用や授業改善等による学習指導の充実、資格取得の指導の充実により、生徒の自ら学ぶ力を育み、商業高校の生徒としての専門性を高める。また、学校行事等を通して、生徒の規範意識の
　醸成や主体性を育む教育活動を推進する。

教
務
部
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○自らの意思で進路決定をす
るための発達段階に応じた進
路指導の実施

・生徒の発達段階に応じて、職場体験や職場見学等の
進路行事を実施する。
・進路希望調査や進路面接等を計画的に実施し、進路
先の早期決定を促す。
・各分掌、各教科、各部活動と連携してキャリア教育の
充実を図る。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学校生活での様子をよく把握した上で、進路希望調査や進路面接を実施し
て生徒の進路適性の把握に努めた。
・３年生の進路状況は、1月末の時点で、就職希望者は全員が県内企業に内
定し、進学希望者３名が未定である。
・卒業生や先輩の受験体験談、インターンシップ、キャリアガイダンス、学校行
事等を通じて、発達段階に応じたキャリア教育を実施した。アンケートの「学習
活動や様々な取組は、進路選択に役立っている」に肯定的評価をした生徒は
77.1%保護者は81.7％であった。
・２年生については、1月から就職サポーターを中心に就職希望者対象の面談
を実施し、進路先の早期決定及び若者の県内定着促進に取り組んでいる。

・生徒の希望の進路を実現
できることは素晴らしいこと
である。
・早い時期から、自らの進路
を考えさせることは大切であ
る。
・先輩の体験談を聞く機会
があるのはよい。
・適性は大切である。本人
の意思だけでなく、最適な
進路へうまく導いてやってほ
しい。
・公務員志願が増えている
ので、もう少し公務員課外
等を増やしてはどうか。

B

○生徒個々の適性に応じた進
路指導、進路選択支援の為の
情報提供

・進路通信の発行や全体集合での語りかけを通して、
進路情報の提供や社会人となるための心構えを伝え
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・キャリア
カウンセリングを積極的に行い、生徒の進路に関する
問題点を把握し、解決を図る。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・進路通信（現在１０号）を発行して生徒・保護者に進路情報を提供するととも
に社会人あるいは学生としての心構えや責務について伝えた。また、山口しご
とセンターや高卒就職情報WEB提供サービスを活用してより詳しい就活情報
を生徒・保護者に提供し県内企業への就職を促した。
・アンケートでは「進路に関する情報提供」について88％の生徒及び84％の保
護者が肯定的評価をしている。また、「個人面談や進路相談による一人ひとり
に応じた適切な進路指導」については、生徒の87％、保護者の79%が肯定的
評価であった。これからも学年と連携して、一人ひとりを大切にした進路指導
を行っていきたい。

・これからも情報提供をしっ
かり行ってほしい。
・仕事との向き合い方や姿
勢についても、十分に指導
を行っていただきたい。

B

○体力の維持向上を目指す指
導の充実

・各種目のスポーツ活動を奨励し、基礎体力の向上を
図る。

４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・各種目のスポーツ活動を奨励し、基礎体力の向上を図ってきたが、新体力テ
スト等から分析すると年次進行で向上しているものと向上していないものがあ
る。男子は運動部に所属している生徒が多いことから「持久走」や「シャトルラ
ン」については向上しているが、女子では反対の傾向が見られた。ただし、女
子については、「持久走」以外の伸び率は全国平均と比べて高くなっている。

・体育や部活動の中で、心
身ともに成長することを願っ
ている。

B

○集団行動の実践 ・「敏速・正確・安全」を旨とする集団行動を実践する。
４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

4

・教員が指示をしなくても、「敏速・正確・安全」を旨とする集団行動を学校行事
の様々な場面で実践する事ができるようになった。

・生徒が主体的に実践でき
ることはよいことである。
・集団行動の授業は大切だ
が、意図を生徒が十分に理
解できるように指導していた
だきたい。

A

○健康・安全教育の推進 ・定期健康診断の事後措置の徹底を図る。
・健康な心身・疾病・事故・災害についての基礎知識を
養成する。

４　目標を達成している
３　前年度より好転している
２　前年度と同じである
１　前年度より後退している

3

・定期健康診断の事後措置の徹底を図るため、全体指導だけでなく、個別にも
月ごとに声かけを行ったり、学期ごとに意志確認を行ったりした。歯科の受診
率は今年度は現在のところ61.9%であり、昨年度から上昇してはいるが、今後
も１００％を目指して治療を行う意志をもたせる努力をする必要がある。
・保健の授業や養護教諭の指導により各クラスの保健委員が行う保健教育な
ど、健康な心身・疾病・事故・災害についての基礎知識を養成する努力を行っ
た。

・部活動優先で、治療しない
生徒、治療する時間がとれ
ない生徒がいる。部活動と
連携をとって、進めてほし
い。
・引き続き、健康・安全教育
の推進に努めてほしい。

B

○　「豊かな心を育む教育」を
推進するための適切な生徒指
導や読書指導、新規図書・機
器等の購入

・「図書だより」を充実させる。
・校内読書会を開催し、読書への興味を持たせる。
・読書感想文コンクール等へ応募させる。 ４　十分達成できている。

３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

3

・「図書だより」「図書室よりお知らせ」を１５回発行した。広報活動は図書委員
の活動の中心として行い、その結果、図書の貸し出し数は、１２月末現在１３３
５冊で、昨年とほぼ同冊数となっている。
・「校内読書会（ビブリオバトル）」は図書委員の他４名の希望参加があり、充
実したものになった。図書委員推薦の図書を宣伝することにより、生徒の興味
関心を引いた。
・「読書感想文」は国語科と連携して夏休みの課題として実施し、地区審査で２
名の作品が選ばれ県審査に出品された。

・図書室の環境整備がよくさ
れている。
・社会に出ると、本を読む習
慣がないと苦労するので、
是非習慣化させてほしい。 B

○　図書、視聴覚機器の利用
促進

・必要な図書、視聴覚機器を整え、利用の機会を広め
る。
・生徒による、委員会活動や広報活動を充実させる。

４　十分達成できている。
３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

4

・図書の選定については、生徒の希望を中心に、生徒が読みたい本を充実さ
せた。その結果、アンケートでは、満足度が全体で73％、１年生で83％と、ま
ずまずの成果を得た。
・生徒の委員会活動（広報委員・図書委員）は、これまでと同様に自主的・自
発的に行われた。

・本を使った勉強は社会で
不可欠である。今から、本を
活用することを身に付けさ
せてほしい。 A

○　図書、視聴覚機器に係る
環境整備

・機器操作やアナウンス技術等、生徒の資質を向上さ
せる。
・図書室、視聴覚教室の利便性向上に努める。
・バーコード化後の図書業務の合理化を図り、よりよい
読書指導ができる環境を整える。

４　十分達成できている。
３　おおむね達成できている。
２　やや不十分である。
１　不十分である

4

・生徒の機器操作やアナウンス技術の資質向上については、担当教員の指導
により順調に進められた。
・施設設備の利用については、学校行事・授業において有効に活用された。
・昨年度のバーコード化に続き、図書の補修や背表紙ラベルの貼り替えを行
い、図書室の環境整備に努めた。その結果、昼休みの図書室利用人数の増
加に繋がった。

・引き続き、取組を継続して
いただきたい。

A

○ビジネスマナーの習得と挨
拶の徹底

・校内だけでなく、挨拶の重要性を理解させ、いろいろな
場面での挨拶に注意をはらう。
・宇部商デパート、インターンシップなどの行事の指導を
通じ、ビジネスマナーと挨拶などの社会への対応力を身
に付けさせる。

４　十分達成できている
３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

4

・専門高校に入学し、商業の分野を学ぶ上で、登下校時も含め挨拶の大切さ
を生徒が認識してきている。アンケートでは90％近くの生徒が「マナーなど社
会人として必要な資質が向上している」と回答しており、保護者も90％以上が
肯定的評価をしている。
・宇部商デパート、インターンシップ等の学校行事において、ビジネスマナーを
学ぶ場を体験させることができ、生徒の意識が変わってきている。特に、年次
進行で社会への対応力がついてきていることを様々な場面で実感する。

・ビジネスマナー・挨拶等と
ても評価している。引き続き
指導してほしい
・学校外での挨拶ができな
い生徒がいる。挨拶の大切
さを一層指導してほしい。

A

○高度資格取得への挑戦 ・自ら学ぶ意欲を持たせ、授業で学習した内容の定着、
深化を図るため、各種検定試験の受験を促す。
・全商３種目以上で１級を合格することを目指すことによ
り、学習意欲を喚起し、将来の目標を明確にさせる。 ４　十分達成できている

３　おおむね達成できている
２　やや不十分である
１　不十分である

3

・学年により目標級は違うが、それぞれが学習内容の深化を図るために検定
試験を受検した。
・目標を設定することで、生徒は毎時間の授業で自ら学ぶ意識をもち、学習内
容を理解して次の学習への準備やステップにすることができた。
・学習の到達度があがり、資格取得の機会も増えてきている。今後も３年生は
全商３種目以上１級合格者（今年度は22名）を目標に、２年生、1年生には受
検の機会を増やし、資格取得に努めさせたい。

・商業高校において検定試
験の合格率向上は必要で
ある。引き続き指導をお願
いしたい。
・一種の成功体験になるの
で、どんどんチャレンジさせ
てほしい。生徒が生徒を教
える学び合いも大切だと思
う。

B

学校の組織等

○校務の円滑な運営、組織力
の向上

日常的な業務

○会議･打合せの効率化
○業務の見直し、改善による
効率化の促進

勤務状況

○部活動や分掌等の業務の
計画的な運営

D

・アンケートの「業務の効率化に向けた取組」で肯定的評価をした教員の割合
は36.6%であった。
・会議に関しては、資料の事前配布をしたり、終わりの時間を予め設定するな
ど、効率化を図る取組を行っている。
・「行事の精選や実施方法の工夫」や「マニュアルの改善」による業務量スリム
化の必要性を感じている教員は多く、今後、取組を強化していく必要がある。
また、分掌学年組織を越えた支援体制を構築し、業務量の平準化を図ること
も課題である。

時間外業務時間の前年度比が
　４：９０％以下
　３：９５％以下
　２：１００％以下
　１：増加

進
路
指
導
部

C

商
業

業
務
改
善

・ノー残業ディーや最終退校時刻を設定し、早期帰宅の
呼びかけを行う。
・部活動の計画的な運営の啓発を行う。
・年休取得を促し、教職員の業務時間削減に努める。

業務の効率化に向けた工夫改
善について
　４：９０％以上がプラス回答
　３：７５％以上がプラス回答
　２：５０％以上がプラス回答
　１：５０％未満がプラス回答

分掌･学年間の連携について
　４：９０％以上がプラス回答
　３：７５％以上がプラス回答
　２：５０％以上がプラス回答
　１：５０％未満がプラス回答

・アンケートの「分掌学年間の連携」「教員間の情報共有」で肯定的評価をした
教員の割合は46.6%であった。
・今年度、教育相談部と生徒指導部を統合したことで組織が大きくなり、分掌
内での情報共有について懸念される部分があったが、生徒部主任を中心に
しっかりと情報共有が行われた。
・各分掌の学年担当を中心に、分掌と学年の連携を図ってはいるが、放課後
に打ち合わせや会議をもつ時間を確保することが難しい状況である。また、分
掌間や学年間においても、連携の必要性を感じている教員は多い。業務のス
リム化を行い必要な時間を確保していく必要がある。

2

1

・資料の事前配付を徹底するなど、会議の効率化を図
るための工夫・改善を行う。
・前年度踏襲から脱却し、業務のスリム化を含めて見直
し・改善を行う。

保
健
体
育
部

C1

・先生方の負担を軽くするよ
う検討してほしい。
・今の教員数では時短は不
可能である。
・部活動は外部からの指導
者に少し任せるなどの改善
をしてほしい。

・教員一人当たりの時間外業務従事時間は、１２月末までの平均で74時間44
分であり、前年度から若干増加している。
・１０月に本県で行われた「全国産業教育フェア」により、商業科の教員の業務
時間が増加したことが一番の要因であると考えられる。
・「ノー残業デー」「最終退校時刻」の設定及び部活動の休養日の設定につい
ては定着しつつあるが、やはり週休日にも熱心に部活動指導を行う教員が長
時間の時間外業務になっている。
・「働き方改革」は本県の重要課題であり、教職員の心身の健康のためにも、
週休日の部活動の在り方を含め、取組を進めていく必要がある。

図
書
視
聴
覚
部

・負担が多くなることにより、
先生方の体身体に不調が
生じないように、業務改善を
行ってほしい。
・アンケート結果を真摯に受
け止め、改善につなげてほ
しい。
・ギリギリのところで進めら
れているのだと思う。

・各種業務において組織的な対応を一層推進する。
・分掌や学年等における情報共有、連携を促進する。

・学校の裁量でどこまでや
れるかということもあるが、
できる範囲で最大限取り組
む姿勢が大切である。

－2－



5　　学校評価総括（取組の成果と課題）

6　　次年度への改善策

【総務部】
◯学校行事では、教職員間の連携・協力体制をより強めるため、学年や他の分掌との連絡調整を一層密に行っていきたい。
◯PTA評議員との連携はうまく進んでいる。より多くの保護者に本校の教育を理解し、PTA総会や学校行事等にも参加してもらえるよう、会報やホームページ等を活用して情報発信を行っていきたい。
【教務部】
◯朝の学習や「１０分間テスト」については、より一層学年と連携して、生徒の意識喚起につながる取組の工夫を図っていきたい。
◯ICTを活用した授業改善は商業科を中心に進んできている。さらにICT活用を推進するため、活用モデルの提示やより簡易に使用できる環境整備を行っていきたい。
◯家庭学習の定着は重要な課題である。学年を中心に取組を進めるとともに、PTA総会や保護者会等において、家庭での協力を要請していきたい。
【生徒部】
◯基本的生活習慣の確立や校則の遵守については、引き続き、全教職員が共通理解の上で指導できるよう情報共有を図っていきたい。
◯情報モラルの指導については、いじめの未然防止にもつながるため、指導を強化し、折に触れて教職員による指導を行うとともに、警察等の外部講師を招聘した講演等も行っていきたい。
◯スクールカウンセラー活用の推進を図るため、生徒部だけでなく、総務部や学年等と連携をして、生徒・保護者への情報発信を行っていきたい。
◯引き続き、アンケートを用いた生徒の実態把握を定期的に行うとともに、生徒の日常の小さなサインを見逃すことがないよう、学年と連携をとり、情報共有を密に行っていきたい。
【進路指導部】
◯進路意識を醸成するため、1年生の段階から進学・就職に関する情報提供や発達段階に応じたキャリア教育を引き続き行っていく。
◯学年と連携し、個人面談の実施や面接指導、小論文指導等を計画的に実施して、生徒の進路実現に繋げていきたい。
【保健体育部】
◯定期健康診断の事後措置については、引き続き全体指導・個別指導を行うとともに、部活動とも連携をして治癒率を上げていきたい。
【図書視聴覚部】
◯読書習慣の定着を図るため、引き続き、生徒の希望に基づく本の選定や図書委員の広報活動を充実させていきたい。
◯広報委員の式・行事における放送機器の操作やアナウンス技術の向上を図るため、定期的な指導等を行っていきたい。
【商業】
◯資格取得に対する生徒の学習意欲を喚起させ、高度資格への挑戦を勧めるとともに、学年や部活動とも連携を取りながら課外等を実施し、検定試験の合格率を上げていきたい。
【業務改善】
◯管理職と教職員の意思疎通を一層促進するとともに、教職員が学校改善に向けた協議を率直に行える雰囲気づくりを推進する。
◯学校評価アンケートの結果をもとに、各分掌において業務の見直し、改善を進めるとともに、学年間、分掌間での一層の情報共有、連携強化に取り組む。
◯「ノー残業デー」「最終退校時間」が形骸化しないよう声掛け等を行うとともに、週休日の部活動の計画的な運営を進めていく。

【総務部】
◯学校行事の運営に関しては、計画通りに実施できてはいるが、より一層円滑に進めるために、教職員間の連携・協力体制の構築をさらに進めていきたい。
◯ＰＴＡ活動等を通じて、学校と家庭の連携を進めることができた。継続的な取組とさらなる情報発信が必要だと考える。
【教務部】
◯授業アンケートの実施やＩＣＴ活用のための環境整備により、授業改善が進んできている。今後は、普通教科におけるＩＣＴ活用推進のための取組を進めていきたい。
◯家庭学習の定着については、まだ課題が多い。学校での取組を進めるとともに、ＰＴＡ総会や保護者会等において、家庭での協力を求めていきたい。
【生徒部】
◯基本的生活習慣の確立や校則の遵守においては、一定の成果が出ている。今後も教職員が連携し、共通理解に基づいた継続的な指導が必要である。
◯いじめに対する生徒の意識は高まっており、本年度はいじめの問題として対応した事案はなかった。アンケートや面談等による生徒の実態把握や教員間の情報共有が機能したことによるのではないかと考える。未然防止の
ための取組の充実を図るとともに、早期発見、早期対応が重要である。
◯スクールカウンセラーによる助言が生徒や保護者の悩みの解決や教育活動に有効であった。さらにスクールカウンセラーをより身近に感じ、その重要性を知ってもらう必要がある。
◯人権教育や道徳教育については、教育活動全体で行うとともに、生徒の身近な課題を取り上げた講演会や体験活動を行った。これからは、家庭との連携を進めるためにも、情報発信をしっかり行っていきたい。
【進路指導部】
◯進路希望調査や進路面接を実施し、生徒の進路適性の把握を行うとともに、適切な情報提供を行ったことで、１００％の就職内定や進学に繋げることができた。しかし、年々、進路希望調査で「未定」とする生徒の割合が増加し
ている傾向がある。発達段階に応じたキャリア教育や個人面談を実施し、進路意識の醸成を図っていく必要があると考える。
【保健体育部】
◯新体力テスト等において、課題が明らかになった項目について、体育の授業等で取り組んでいき、基礎体力の向上をさらに図っていく必要がある。
◯定期健康診断の事後措置については、昨年度より上昇してはいるが、治療意志をもたせる取組を今後も進めていく必要がある。
【図書視聴覚部】
◯生徒の希望を中心にした図書の選定や図書委員の広報活動、図書室の環境整備により、昼休みの図書室利用者数は増加し、図書の貸し出し数も昨年とほぼ同冊数となっている。これからも読書習慣の定着に向かって取り
組んでいきたい。
◯授業や学校行事の充実のために、視聴覚教室のプロジェクター設置が求められる。実現のための要望を継続していきたい。
【商業科】
◯ビジネスマナーの習得においては、日々の学校生活に加え、宇部商デパート等の学校行事を体験することで、成果が出ている。形だけでなく、しっかりと意味や意義を理解させながら、継続した指導をしていきたい。
◯資格取得については、検定課外を実施するなどして取り組んできた。さらに、学年と連携しながら、生徒に将来の目標を明確にさせ、資格取得に向けて学習意欲を喚起させる取組を進めていきたい。
【業務改善】
◯各分掌と学年の連携を図ってはいるが、打ち合わせ等に必要な時間の確保が難しい状況にある。業務のスリム化・平準化を進めることが急務である。
◯業務時間に対する教職員の意識変革は進んでおり、「ノー残業デー」や「最終退校時間」は定着してきたが、週休日の部活動の在り方を含めさらに取組を進めていく必要がある。
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